長野市監査委員告示第１２号

地方自治法第252条の38第６項の規定に基づき、長野市教育委員長から措
置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表しま
す。
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（指摘事項）
126 山王小学校南校舎耐震診断業務委託
127 山王小学校北校舎耐震診断業務委託
（報告書 146 ページ）
(1) 一括発注すべきもの
この事業は、阪神淡路震災の後、耐震改修促
進法の趣旨にのっとって、平成８年度に開始
したものである。市内には全 217 棟の対象が
あり、うち 119 棟（55％）は診断を完了して
いる。その結果は、耐震補強不要と診断され
たもの 15 棟、要２次診断 76 棟、要耐震補強
工事 28 棟となっている。
平成 15 年度は、小学校 44 棟、中学校９棟
の計 53 棟の耐震診断を実施するものであ
る。
山王小学校校舎の耐震診断業務委託に当
たっての契約手続きをみたところ、平成 15
年８月１日に南側校舎の指名競争入札（８
者）を行い、平成 15 年８月８日に北側校舎
の指名競争入札（８者）を行っている。この
うち６者は共通である。
教育委員会は、平成 15 年度に、この２件
を含む 56 件の耐震診断業務を委託してい
る。
校舎耐震診断という同じ業務を委託する
に当たって、場所が同じで、時期的に同時で
あるものを別契約として発注しているのは
適切でない。
一括して発注することで事務処理の手順
の合理化が図ることができ、諸経費の積算で
も節減が可能となるはずである。
業務委託の設計に当たっては、事業の全体計
画との調整を行い、一括して発注できるもの
は一括して発注すべきである。

耐震診断は、その結果によって耐震補強設計及
び耐震補強工事の要否、耐震化の緊急性、耐震補
強の方法、範囲及び経費等の概要が方向づけられ
るため、耐震化に係る全体計画の中で実施してい
くこととしている。
また、耐震診断を終了した建物は、必要に応じ、
耐震補強設計、耐震補強工事の順に事業を進めて
いくが、事業完了までには、多大な経費と期間を
要することから、耐震補強の対象となる棟の中か
ら事業量や経費等を勘案の上、具体的な対象棟を
決定している。
山王小学校については、中心市街地校の配置適
正化の対象に挙げられていたことから、その検討
のため、他の対象校とともに耐震性能の確認を急
いでおり、契約期間の短縮を図るべく分割発注し
たことが原因であったため、全体計画の中で同一
時期に耐震診断を行うとされている棟について
は、学校ごとに設計するよう改善を図った。
（教育委員会総務課）

(2) 診断の結果必要な手段を講じておくべ
きもの
２次診断の結果で要耐震補強とされた 28 棟
耐震診断については、平成 22 年度までに終了す
のうち６棟は、平成 19 年度までに補強工事を る見込みであるが、耐震化工事については、多額
完了する方向で考えているとのことであるが、 の経費を要することから平成 29 年度の完了を目標
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としている。
耐震診断の結果、要補強と判定された棟につい
ては、早期に耐震化工事を実施できるよう予算の
確保に努めるとともに、工事までの間は、防災教
育の徹底、落下物防止などの措置を各学校の実状
を調査の上、実施することとした。
（教育委員会総務課）

(3) 契約の方法を改めるべきもの
本件業務委託に当たっての経緯を見ると、
平成 14 年７月 31 日付 14 委施助第１号によ
り、３年以内に耐震診断が終了する実施計画
を策定するよう市町村に依頼することを求
める通知が出された。
市は、これを受けて予算措置等の準備作業
を行い、設計・積算の参考とするため２者か
ら見積書を徴し、設計・積算を行ったうえで、
２月 18 日から耐震診断業務委託契約の締結
作業を開始した。
長野市契約規則第 29 条は、50 万円以下の
業務委託契約は随意契約によることができ
る旨定めている。表中の業務委託はすべて契
約金額が 50 万円以下であり、一見すると随
意契約によることができるように見える。
しかし、備考欄に※印をつけたものは、○
数字ごとに、同一の小学校又は中学校であ
り、同一の業者と同一の期間で契約を締結し
ている。○数字ごとに契約金額を足すと 50
万円を超えており、中には 100 万円以上にな
るものもある。
原則として担当課で直接契約できる業務委
託契約は、予定価格が 100 万円未満のもので
あり、この場合においても予定価格が１件 50

平成 14 年７月 31 日付 14 委施助第１号により、文
部科学省は市町村に対し、今後３年以内に耐震診断を
終了する実施計画を策定するよう求めるとともに、比
較的簡易かつ安価な診断方法として、耐震第１次診断
を提案してきた。
耐震第１次診断は、従来から実施してきた耐震
第２次診断とは手法が異なるため、設計・積算等
に不測の期間を要した。
また、設計・積算の途中で建物の構造によって
は、耐震第１次診断が実施できないこと、建物の
竣工図面や構造計算書の有無によって、診断費用
が大幅に左右されることが判明し、全体計画の見
直しを余儀なくされた。
本件の耐震診断は、以上のことから事業の実施
時期が当初の想定より大幅にずれ込んだことが原
因であったため、事業の実施期間に余裕を持てる
ような年間計画を策定するとともに、全体計画の
中で同一時期に耐震診断を行うとされている棟に
ついては、学校ごとに設計するよう改善を図った。
（教育委員会総務課）
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万円を超えるものは指名競争入札により契
約することとなっている。
本件業務委託は、業務の質・量の見込みを
誤り作業開始時期が遅れ、業務完了予定日ま
での期間に余裕が持てず、契約事務手続きに
おいて、本来なら競争入札によるべきものを
分割して 50 万円以下とすることによって随
意契約の形式をとったものであり適正でな
い。
担当課は契約規則等を遵守し、契約課は担
当課が行う契約手続きに準拠性（コンプライ
アンス）が保持されているかどうか監督すべ
きである。
（指摘事項）
128 テレビ会議用システム構築委託
（報告書 151 ページ）
(1) 物品購入費で処理すべきもの
平成 10 年度から、東日本電信電話（株）
と協定して、長野市教育の情報化推進共同研
究会において実験的に共同研究してきた学
校間交流の実績を踏まえ、市の自前の「テレ
ビ会議用システム」を構築したものである。
この業務委託は、NICER（教育情報化に関
する情報収集等を行っている文部科学省の
外郭団体）が学校教育用にカスタマイズする
箇所と方向を示唆し、NTT が構築したテレビ
会議システムの導入を NTT に委託したもの
である。
テレビ会議システム構築業務委託予定価
格積算書によると、NICR の学校教育用にカ
スタマイズした「テレビ会議システム」とい
う既存のシステム及びサーバーマシンの購
入であり、システムの構築ではないと受け止
めざるを得ない。
契約については、業務委託に当たるか物品
購入で処理すべきかについて十分検討すべ
きである。

ＴＶ会議システムについては、長野市教育の情
報化推進共同研究の中で、学校間交流に実験的に
使用してきたものを、NICER が教育現場で使える
テレビ会議として、システムとしての良さを認め、
より教育現場に適するように、具体的にカスタマ
イズする箇所と方向を示唆し、それを受けてＮＴ
Ｔ東日本が構築していたものがベースである。導
入時は、画面構成の変更や音声インジケータの追
加、高速回線への対応など長野市版としてカスタ
マイズしながらのシステム構築であった。
指摘のように、積算書の中で、システム構築の
部分の表記が不十分で、業務委託として処理すべ
きである部分が不明確となっていたのが原因であ
ったため、今後、契約に当たっては、物品購入費
として処理すべきものと業務委託料で処理すべき
ものとを明確にして積算し、対応していくことで
改善を図るものである。
（学校教育課）
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本件は、設計時点において、掘削終了深度が不
（指摘事項）
129 共和小学校・児童センター建設敷地地盤 明であることから、便宜的に設計上の計画深度を
調査委託
25ｍとして積算し、契約したものである。
（報告書 152 ページ）
通常、掘削地点により掘削終了深度が異なるこ
とは容易に予測されるにもかかわらず、その際の
(1) 契約条項に明確に定めておくべきもの
手続きについて、明示していないことが適切でな
共和小学校・児童センター建設敷地地盤調 かったため、契約書又は委託仕様書に掘削終了深
査 委 託 契 約 は 、 共 和 小 学 校 建 設 予 定 地 度が変更になった場合の手続きについて明示する
（29,199 ㎡）の地盤調査のため、およそ 500 よう改善を図った。
㎡に１点、計 10 地点、深度 25ｍのボーリン
（教育委員会総務課）
グ調査を委託するものである。
履行状況を見ると、
（表 59）のとおり、平
成 15 年 12 月 15 日、掘削地点 No.Ａについ
ての業務委託協議（指示）書が業務委託会社
から提出され、これに対して市は、同地点の
掘削を終了すると回答している。以後、（表
59）のとおり協議し、いずれの掘削地点につ
いても、協議を受けた深度で掘削終了深度と
している。
その上で、１月 26 日に契約上 250ｍの累
計掘削深度が、掘削作業の結果 128ｍだった
ことを理由に、2,919,000 円の契約金額を減
額する変更契約を締結している。
当初契約には、契約上の掘削深度と現実の
掘削深度が異なった場合の扱いについての
条項をおかないまま、このような扱いとする
ことは適切でない。
地盤調査のためのボーリング調査委託の
受・委託に関する取引例は「契約上は掘削深
度を決めておくが、契約した深度まで掘削し
なくても地盤の強度が一定の値を示したと
きは協議して掘削を終了する」扱いになって
いるとの説明であるが、取引例がそうであれ
ば、単に「25ｍまでの掘削深度」という定め
でなく、「地盤の強度が一定の値を示したと
きは協議して掘削を終了する」旨を契約条項
上で定めておくべきである。
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